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１１１１    研究研究研究研究のののの概要概要概要概要 

（１）研究テーマ及び研究のねらい 

① 研究テーマ 

  思考力・判断力・表現力を育成する学習指導の工夫 

―言語活動の充実をとおして― 

② 研究のねらい 

   各種学力調査(平成21年度全国学力・学習状況調査，平成 

21年度｢基礎・基本｣定着状況調査等)から，本地域の生徒は，

基礎的・基本的な知識・技能についてはおおむね定着してい

るが，それらを活用して課題を解決するための思考力・判断

力・表現力に課題があることが明らかになっていた。そこで，

基礎的・基本的な知識・技能をさらに伸ばしつつ，各教科の

目標を達成するために言語活動を効果的に取り入れることで，

本地域で課題となっている思考力・判断力・表現力を育成す

ることをねらいとして本研究テーマを設定した。 

 

（２）研究内容 

 ① 「言語活動の充実」を通した授業改善 

  各教科で思考力・判断力・表現力を育成するため，

次のような言語活動を重視して授業改善に取り組んだ。 

【国語】 

・一時間ごとの細切れの言語活動ではなく，課題解決のた

めに単元を貫く言語活動を仕組む。 

【数学】 

・数学的な表現を用いて，的確に表現させる。 

・根拠や理由を明らかにし，筋道を立てて説明し伝え

合う場面を多く設定する。 

【英語】 

   ・表現するために必要な語や型を与えたり，書く必然

性（場面設定）の工夫をしたりする。 

（Focas on Form） 

   ・「話したことを書く」「聞いたことを書く」という領

域を関連付けた活動を行わせる。 

    ・教師ができるかぎり英語を使って授業を進める。 

 

 ② 協議会の充実－「授業によせて」の作成－ 

「授業によせて」とは，授業者とは別のメンバーが，

研究授業の学習指導案を事前に分析し，研究テーマに

関連させて，気付きや代案等をＡ４判１枚程度にまと

めたものである。 

この効果は，次の３点があると考える。 

・「授業によせて」を，研究授業の事前協議でメンバー

に配布することで，授業を見る視点がより明確になる。 

・事後協議で，本研究授業と比較・検討することで，

新たな気付きが生まれるなど，協議会の質が高まる。 

・一人一人が輪番制で「授業によせて」を書くことに

より，授業改善に向けたメンバーの参加意識がさらに                 

高まるとともに，一人一人の学習指導案を見る力量を

高めることができる。 

     

③ 各教科チームでの課題の共通理解と実践 

通過率60%未満の設問を抽出し，共通理解を図った上

で，課題の改善を明らかにした研究授業を行う。 

    

２２２２    研究研究研究研究のののの成果成果成果成果とととと課題等課題等課題等課題等    

 ■広島県「基礎・基本」定着状況調査 通過率（％） 

 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

国語 73.6 79.9 79.8 

数学 69.7 78.2 80.9 

英語 70.7 70.7 80.6 

 ■生徒質問紙調査 

  研究テーマに係る「思考力」「表現力」の肯定的評価の回答

率（％） 5月 9月 2月 5月 9月 2月 5月 9月１－６ ものごとを解決したり決めたりするとき，なぜそうなるのか理由を考えています。 51 68 72 77 73 76 75 75１－８ ものごとを解決するとき，たぶんこうではないかと予想しています。 56 78 84 83 80 83 83 79１－９ 自分の考えと他の人の考えを比較しながら聞いています。 53 73 76 76 74 76 76 77１－１０ 自分とちがう意見も受け入れながら，自分の考えを話しています。 52 71 74 73 70 74 74 70１－１１ なぜ，そうなるのか，理由をつけて話しています。 51 67 70 65 64 67 63 60１－１２ 自分の考えや意見を，具体的な例を挙げ順序に気をつけながら話しています。 51 62 55 57 55 51 54 54表現力
思考力

Ｈ２２ Ｈ２３Ｈ２１内容番号

 

（１）成果 

  ○ 平均通過率が上昇し，学習の定着が見られた。 

  ○ 生徒の思考力・表現力への肯定的評価の数値が多くの項

目で上昇した。 

  ○ 教科の目標の達成に迫るために，どのような言語活動

が効果的かについて協議を積み重ねたことにより，メン

バーの授業力向上に対する意識が向上した。 

 

（２）課題 

○ 国語科…文学的な文章の読解における心情把握のための

描写を関連させて読み取らせる指導と説明的な文章におけ

る文章全体の構成や展開をとらえさせる指導。 

  ○ 数学科…「数学的な表現を用いて，考え方や解き方を説

明する」ためにどう説明すればより的確に伝わるのか話型

等のモデルを示すこと。 

  ○ 英語科…自分の考えをもたせて文章を書かせるために，

教科書だけでなく，資料を活用する授業の工夫をすること。 

○ これまでの実践を継続していくこと。 

 

（３）今後の改善方策等 

○ この事業で得た手法を地域の各教科教育研究会で継続し，

生徒の課題克服のための授業改善を行うこと。 



３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例 

【国語】 

（１）教科の調査結果の分析 

 平成23年度広島県「基礎・基本」定着状況調査 中学校国語 

 四 ４ （選択） 

 ・文章の構成や展開を正確にとらえ，内容の理解に役立てる力 

Ｈ23 通過率 無答率 

地 域（％） 49.1 0.5 

広島県（％） 42.5 1.5 

 

（２）調査結果からの課題 

 ・段落の要点をまとめる，キーワードを抜き出す等の学習が定

着していなかった。 

 ・段落相互のつながりについて考える力がついていなかった。 

 ・文章を大きくとらえる活動が不足しており，段落相互の関係

や文章の展開について捉える力がついていなかった。 

 

（３）学年 第２学年 

 

（４）単元の紹介 

① 単元名 私の国語学習「カタカナ抜きで話せますか」 

② 単元の目標  

[国語への関心・意欲・態度] 

・筆者が説明する話題について関心をもち，身のまわりを振

返り，検討することができる。 

[読むこと] 

・文章全体と部分の関係，例示や描写の効果などを考え，内

容の理解に役立てることができる。 

・文章の構成や展開，表現の仕方について，根拠を明確にし

て自分の考えをまとめることができる。 

[伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項] 

・文章中の文の構成などについて考えることができる。 

③ 単元の展開（指導計画） 指導事項 言語 活動 学習活動 重 点 化 評 価 規 準（評価方法） 時 ア 抽象的な概念を表す語句や心情を表す語句などに注意して読むこと。  □  練習問題文を，辞書を活用しながら効果的な語句の使い方に注意して読む。   １ 
 

イ 文章全体と部分との関係，例示や描写の効果，登場人物の言動の意味などを考え，内容の理解に役立てること。 
 □ 練習問題文を通して，要点のまとめ方や接続語の働きについて復習をして文章構成図を書く。   ウ 文章の構成や展開，表現の仕方について，根拠を明確にして自分の考えをまとめること。  □ 教科書本文を読み，前時の復習を踏まえた読みを行い，文章構成について確かめる。 ○ □ 段落相互の関係を理解し，文章構成図を書いて説明している。(ワークシート) ２ エ 文章に表れているものの見方や考え方について，知識や体験と関連付けて自分の考えをもつこと。 
 □ 生活の中の外来語について取り上げ，どのような導入方法課を確かめる。 □ 外来語のもつ課題について考える。 ◎ □ 身の回りの外来語を取り上げ，導入方法について考えている。（ワークシート） □ 読み取った要点を踏まえて自分の考えを書いている。（ワークシート） ３  ４ オ 多様な方法で選んだ本や文章などから適切な情報を得て，自分の考えをまとめること。  

 
□ 外来語や言語に関する本を読むことで，自分の考えを広げる。   ５ 関連する〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕 イ(オ)相手や目的に応じて，話や文章の形態や展開に違いがあることを理解すること。 □ 日本語の使い方を意識し，言葉に対する感覚を磨き，使い方についての姿勢を正すきっかけとしている。 国語への関心・意欲・態度 □ 言葉について興味をもち，言葉の使い方を意識し，言葉に対する感覚を磨こうとしている。 

 

説明や評論などの文章を読み，内容や表現の仕方について自分の考えを述べること。

 

 

 

（５）授業改善のポイント 

  ① 指導方法の工夫 

  ・段落相互の関係を捉えるために，要点をまとめると同時に，

接続語に注意し，文章全体の構成を考えさせる。 

  ・教科書本文を学習する前に，接続語が効果的に使われてい

る文章を取り上げ，構成や展開をとらえる練習をする。 

  ・教科書本文の接続語に注目させ，筆者がどういう意図をも

って論を進めているかを考えさせる。 

  ② 教材の工夫 

  ・単元を貫く言語活動【説明や評論などの文章を読み，内容

や表現の仕方について自分の意見を述べること】を導入す

ることにより，目的意識をもって読み，まとめるという活

動が効果的に進められるよう工夫した。 

  ③ 評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） 

・文章構成図を書かせることにより，段落相互の関係につい

て理解できているかどうかをみとる。 

・平成21年度「基礎・基本」定着状況調査 四 ４ を利用

し，指導方法の改善がなされたかをみとる。 

（６）授業の様子（生徒の変化） 

  ・文章を読みとる際に，段落の役割・段落相互の関係を意識

しながら読むようになった。 

  ・文章を読みとる際に，全体を大きく把握し，部分を読みと

るようになった。 

  ・段落相互の関係を説明しながら文章構成図の説明ができた。 

 

（７）検証 

  平成21年度広島県「基礎・基本」定着状況調査 四 ４ 

(選択)を実施した。 

  ・正答率 77.2％ 無答率 0％ 

 

（８）成果（○）と課題（●）           

 ○ 正答率は77.2％であり，平成21年度の広島県平均 56.5％

（無答率は2.5％）に比べ高い。 

 ○ 文書を大きくとらえる活動を導入することにより，段落相

互の関係や文章の展開についてとらえる力をつけることがで

きた。 

● 文章中での「体験」「事実」「意見」「問い」の違いが

理解できておらず，「問い」を「意見」と混同したり，

「問いの答え」を「事実」として読み取ったりしてい

る生徒がいる。 

● 特に説明的文章の授業では段落の役割を確認すること

を忘れずに，段落相互の関係を繰り返し指導する必要が

ある。また，文章全体を大きくとらえて読み取る必要も

ある。形式段落または意味段落が文章全体の中でどうい

う役割を担うのかという視点をもって，文章を読み取っ

ていきたい。 



【数学】 

（１） 教科の調査結果の分析 

 平成22年度広島県「基礎・基本」定着状況調査 中学校数学 

  問９(2) ・関係を文字式で表す力 

Ｈ22 通過率 無答率 

地 域（％） 54.5  8.3 

広島県（％） 47.0 12.2 

文字を用いて表すことができているが，４ｎとすべきと

ころを２ｎやその他の数にするなど，その数量の関係や

規則性を適切にとらえることができていない。また，表

した式に数を代入してその式を確かめていないため，問

９(1)で求めた数値と求めた式に整合性がないことに気付

いていない。 

（２）調査結果からの課題 

  ・数量の関係や規則性を見つける力 

  ・事象を文字式を使って表す力 

  ・帰納的に捉えた数量関係を，文字式を用いて一般化する力 

（３）学年 

   第１学年 

（４）単元の紹介 

① 単元名  文字式 

② 単元の目標  

・数量やその関係・法則を一般的に表現するために，文

字を用いて考えることの必要性やよさに関心をもつ。 

・事象の中にある数量やその関係・法則を文字を用いて

式に表したり，式の意味を読み取ったりすることがで

きる。 

③ 単元の展開（指導計画） 

次 主な学習内容(時数) 

１ 

事象の中にある数量を，文字式で表したり，意味を読

み取ったりすることができる。(2) 

２ 文字式における積や商の表し方を理解する。(4) 

３ １つの文字に数値を代入して，式の値を求める。(2) 

４ 項,係数,１次式などの意味を理解する。(1) 

５ 

１次式と数の乗法･除法,１次式どうしの加法･減法の計

算をする。(4) 

６ 

事象の中にある数量を，文字式で表したり，意味を説

明したりする。(3) 

（５）授業改善のポイント 

  ① 指導方法の工夫 

  ・操作活動を取り入れ数量関係を正しく捉えさせる。 

  ・具体的な数から文字式へと一般化する段階的な指導を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ・小グループや全体で，自分の

式について説明させ，多様な

考え方があることを知るとと

もに，文字式のもつ意味につ

いての理解を深めさせる。 

 

  ② 教材の工夫 

  ・マッチ棒を実際に並べる操作活動を通して，数量関係

の変化の具体を確かめさせる。 

 

  ③ 評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） 

  ・平成23年度広島県「基礎・基本」定着状況調査と同問題を

利用し，指導方法の改善が見られたかどうかを見とる。 

   ・単元終了後，２回の検証問題を実施し定着の様子を分析す

る。 

  ・２学期実施の調査問題でも類題を出し，定着の様子を見と

る。 

（６）授業の様子（生徒の変化） 

 ・操作活動を取り入れたことで，数量関係を正しく捉えてい

る生徒が多かった。 

・具体的な数から文字式へと一般化する段階的な指導により，

理解が深まった。 

・小グループや全体で，自分の式について説明したり，他者

の考え方を聞いたりすることで，多様な考え方があること

を知り，理解が深まった。 

（７）検証 

１回目の検証(授業後) 25.0％ 

２回目の検証(単元終了後) 65.8％ 通過率 

調査問題の結果(10月実施) 59.4％ 

・1回目の検証では，文字式を学習している途中なので，正

答率が25％と低かった。また，正解ではあるが，４(ｎ－

１)のような解答類型２が多いのが特徴的であった。この

ことは１年生がまだ文字式の扱いに慣れていないというこ

とからより簡潔に表そうとする意識が低いことが原因と思

われる。今後「より簡潔に表すことができる」という数学

のよさを意識した指導をおこなっていく。 

・４ｎと誤った解答をした解答類型４の生徒が多かった。こ

れらの生徒は，問題の図への書き込みをみると，重複を避

け，同数のおはじきを辺ごとの固まりとして捉えることは

できていたが，１辺の個数をｎ個としてしまい，（ｎ－

１）個と捉えることができていなかった。具体的な数字を

あてはめて確かめてみれば間違いに気付く事ができたと思

われる。確かめをすることを習慣づける。 

・２回目の検証では，類型５，６，９のいずれの誤答も文字

ｎが使われており，さらに無解答の生徒が一人もいなかっ

たことから，規則性のある事象を文字を使って表す手がか

りはつかんでいると思われる。 

・調査問題の結果，１回目の検証のときと同じく正解ではあ

るが，４(ｎ－１)のような解答類型２が多い。より簡潔に

表すという意識が薄い。「より簡潔に表す」ことを意識さ

せる指導を継続していく必要がある。 

（８）成果（○）と課題（●） 

○ 操作活動を取り入れることで，数量関係をただしく捉える

生徒が増えた。 

 ○ 生徒の発言をつなぐことで，思考を深めることができた。 

 ● 導入の課題では，紛らわしい数や，複雑になる数ではなく，

生徒が考えやすい数にするなど，課題の設定の工夫が必要で

ある。 

具体的な数で考え，変化の規則に気付く。 

文字式を用いて表し，説明する。 

数を代入し，式が正しいことを確認する。 

具体物を使った操作活動を行う。 



「教師からのフィードバック」において実施した手だての

詳細は次の通りである。 

・回収した生徒の英文の中から語法や文の順序，内容等につ

いてよくある誤りをピックアップして指導の準備をする。 

・クラス全体で英文の誤りを共有するときは，「個→ペアやグ

ループ→クラス全体」の流れで思考させる。 

・生徒が英文を書いたシート 

に，誤りを直すためのヒント 

を書き込んで返却する。生徒 

個々 の課題に対応した「教師 

からのフィードバック」とな 

る。 

 

【教材例】 

【英語】 

（１）教科の調査結果の分析 

○ 平成22年度広島県「基礎・基本」定着状況調査英語12  

・初歩的な表現を用いて，相手に分かりやすく伝えるために，

英文のつながりを考えて書くことができる。  

H.22 通過率 無答率 

地域（％） 44.7  9.1 

広島県（％） 45.9 10.3 

・基本的な英語の単語や語句を正しく書く力，初歩的な英文

の構造についての理解が不十分である。 

・文章のつながりは正しいが，be動詞の欠落，大文字・小文

字や代名詞，三人称単数現在形の誤りが見られる。 

（２）調査結果からの課題 

・正しい語順の理解と運用，単語の綴りを正しく書く力が不

十分である。 

・何も書かなかった生徒が9.1％いる。英文を書いて表現す

ることへの苦手意識があり，間違いを恐れずに表現する

意欲を引き出せていない。 

（３）学力向上に効果があった取組 

① Learn from Mistakes ― 英文の誤り共有で書く力がUP ― 

  生徒が書いた英作文を回収して，「多くの生徒が間違ってい

るもの」「生徒に定着させたい語法」等を取り上げて授業でク

ラス全体に提示する。生徒の英語力や人間関係による遠慮等か

ら，生徒同士によるフィードバックは難しい面があると思われ

るため，クラス全体で誤りを共有して英文の書き直しをさせた。 

  「指導の流れ」を次図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②通過率60％未満の設問Pick Up ― 課題共有で意識の統一化 ― 

 推進地域各校の設問毎の通過率のうち，60％未満のものを次の

ようなシートに書き出した。このことにより，「自分の学校の課

題」「地域の課題」が明確になり，チームメンバーの課題意識の

統一化が図られたと考えられる。 

【通過率60％未満の設問記入シート】 

問 1 2 3 4 

1 

A中 43.1%  C中 41.5% D中 39.8% 

2 

A中  16.2% 

 

B中 33.3% C中 57.8% 

D中  25.8% 

 

3 

   B中 51.4% 

C中 47.0% 

 

また，明らかとなった課題をインプットシートにまとめて授業

で使えるように作成した。その際，使用場面を設定して提示する

ことに留意した。 

【地域の課題を基に作成したインプットシート】 

 

（４）検証 

次の表は，平成22年度及び平成23年度広島県「基礎・基本」定

着状況調査「書くこと」の領域の設問10，11，12とにおける本

地域の通過率及び無答率を比較したものである。前年度はこれら

ほぼすべての地域平均通過率が60％を下回っている。今年度の12

の通過率は76.1％で31.4ポイント上昇した。これは，どのような

点に気を付けて書けばよいのか，という視点を教師がクラス全体

に与えて改善方法をクラス全体で共有することによって英文の誤

りへの気付きを促すことができ，つながりのある英文を書く力が

高まったことが考えられる。さらには，無答率を昨年度と比較す

ると，表中のすべての設問について減少している。これらのこと

から，生徒の書く力が高まったこと，間違いを恐れずに表現する

意欲が高まったことが考えられる。 

通過率 無答率 

設問 地域/広島県 

H.23 H.22 H.23 H.22 

地域（％） 93.2 59.8 0.5  7.6 

10  1 

広島県（％） 67.6 59.3 9.4 11.6 

地域（％） 74.0 58.3 0.9  8.3 

10  2 

広島県（％） 55.8 52.7 8.0  9.0 

地域（％） 82.5 63.6 4.4  11.4 

11  1 

広島県（％） 63.1 58.9 12.1 11.4 

地域（％） 72.6 59.8 4.4  9.1 

11  2 

広島県（％） 67.4 59.1 12.6 11.6 

地域（％） 76.1 44.7 2.2  9.1 

12 

広島県（％） 61.4 45.9 8.1 10.3 

 

（５）成果（○）と課題（●） 

○ 生徒が書いた文章にある誤りを

使って正しい文章にするための改

善策を考えさせる指導により，生

徒は語法を意識して表現するよう

になってきていると考えられる。引き続き生徒に気付きを促す

ような指導を行う。何よりrewrite（書き直し）させる活動の

有用性をチームメンバーが実感したことが大きな成果であると

いえる。今後は，地域英語部会に協議の場を広げ交流する。 

● 生徒の姿から手だての有効性を判断し，うまくいかなかった

ことを率直に出し合い，工夫・改善を図る。 

回  English 日本語 

A （ALTの先生から） 

Your English is very good. 

 

あなたの英語はとてもいいね。 

B Thank you. ありがとうございます。 

A Do you study it every day? 毎日勉強するの？ 

１ 

B Yes, I like it very much. はい，英語がとても好きです。 

16

文
章
を

書
く

読
み

合
う

コ
メ

ン
ト

生
徒
同

士
で

教
師
が

準
備

改
善

案
を

フ
ィ
ー

ド
バ
ッ

ク

全
員
で

ペ
ア

グ
ル

ー
プ

個

書
き

直
す

・文章全体を示して考えさせる（つながり）

・生徒個々からの質問はグループや全員に

返して一緒に考えさせる

学びの

共有化

Find Errors 
This is call a “yukata”. これは浴衣と呼ばれている。 

It origin is in Heian Area. その起源は平安時代だ。 
It is called “yukatabira” at that time. 当時は湯帷子と呼ばれていた。 
Some people begin to wear it after take a bath in Azuchi-momoyama 
Area.安土桃山時代に入浴後に着用され始めた。 
It is popular among people since Edo Area. 江戸時代から人気がある。 

Now we wear it for summer festivals and obon dancing.  
今では夏祭りや盆踊りに着用している。 


